平成２２年１１月１５日

――画用紙いっぱいに描かれた「いちばん！」――

第１４回京葉ガス絵画コンクール

入賞の児童を招いて表彰式
京葉ガスでは平成９年から毎年、小学生を対象とした絵画コンク
ールを開催しています。１１月１４日、受賞者やその家族らを京
葉ガス本社（市川市）に招き、表彰式を執り行いました。

京葉ガス絵画コンクールは、平成９
年から当社のガス供給区域（市川・浦
安・船橋・鎌ケ谷・白井・松戸・柏・
流山の８市）の小学校（※）および在住
の児童を対象に開催し、
「たからもの」
（平成２０年）や「楽しいこと・楽し
かったこと」（平成２１年）など毎年
異なるテーマで作品を募集していま
す。各市教育委員会後援のもと第１４
回を迎えた今回は、「いちばん！」を
テーマに募集（８月２日から９月８

▲最優秀賞に輝いた児童

日）したところ、２３９校から２３，４７７点もの作品が寄せられました。
９月２７日、中谷隆之・船橋市立薬円台南小学校教頭ら学校関係者５人にご協力いただ
き京葉ガス本社（市川市）で審査会を行い、思い思いに描かれた作品の中から、最優秀賞
８点、あったか賞３２点、ほのぼの賞３２点、佳作１００点、準佳作３０１点を決定しま
した。
１１月１４日、京葉ガス本社に、最優秀賞、あったか賞ならびにほのぼの賞の各賞入賞
者とその家族ら約２６０人にお集まりいただき表彰式を開催いたしました。当社取締役総
務部長・山田英男が、入賞者一人ひとりに表彰状と自分の作品が焼き付けられた陶板の記
念楯などを手渡しました。
※対象小学校：２４２校、対象児童：約１３５，０００人

――

入選者一覧

（準佳作を除く／敬称略）

――

【最優秀賞／８人】

「わたしの１番の作品たち」
菊地 渚梨（きくち なぎり）
（市川市立稲荷木小学校／６年）

「なついちばん楽しかったサファリパー
ク」
髙橋 杏華（たかはし きょうか）
（鎌ケ谷市立東部小学校／３年）

「いちばんたのしいりょこう」
下手 莉生（しもて りお）
（浦安市立北部小学校／２年）

「いちばんの夢『宇宙旅行』」
三城 茉莉子（みき まりこ）
（船橋市立古和釜小学校／５年）

「いちばん！きんちょうしたこと」
林 夏実（はやし なつみ）
（白井市立池の上小学校／５年）

「夏のふじ」
田代 竜也（たしろ たつや）
（松戸市立八ヶ崎第二小学校／４年）

「一番ぜいたくな夜」
丸木 廉（まるき れん）
（柏市立高柳西小学校／６年）

「よるのいちばんきれいなゆうえんち」
中阪 優汰（なかさか ゆうた）
（流山市立南流山小学校／１年）

【あったか賞／３２人】
作品名

学校名

学年

氏名（ふりがな）

いままでで一番楽しかった海

市川市立塩焼小学校

１年 西

楽しかったねぶたまつり

市川市立市川小学校

２年 青木

麻李子（あおき

たのしかったよ！プール

市川市立菅野小学校

２年 橋目

優華（はしめ

今年一番暑い夏

市川市立新浜小学校

６年 山中

紅果（やまなか

ハチに乗って

市川市立幸小学校

６年 小﨑

拓郎（おざき

いちばん高いたてもの。スカイツリー

浦安市立東小学校

３年 森

夏休みで一番楽しかったこと

浦安市立舞浜小学校

５年 臼倉

侑希（うすくら

森林浴

浦安市立高洲小学校

６年 福岡

阿吏亜（ふくおか

ぐるりん、さかあがり

船橋市立薬円台小学校

１年 二宮

雅子（にのみや

まさこ）

しんたいそうだいすき！！

船橋市立習志野台第一小学校 １年 櫻井

咲絢（さくらい

さあや）

いちばんのなかよし、タマ！

船橋市立高郷小学校

３年 秋沢

廉太朗（あきさわ

１等賞だ！

船橋市立八栄小学校

５年 伊藤

宝（いとう

一番きれいなサンゴショウ

船橋市立坪井小学校

６年 松井

佳菜子（まつい

さかなたちとおよいだ

鎌ケ谷市立南部小学校

１年 相場

渓太（あいば

けいた）

はじめてクロールで２５メートルおよいだこと 鎌ケ谷市立西部小学校

１年 當銘

泰征（とうめ

やすゆき）

陸上大会100ｍで１位！

鎌ケ谷市立北部小学校

５年 石井

辰弥（いしい

たつや）

大好きなピアノ

白井市立白井第三小学校

３年 緒方

泉美（おがた

いずみ）

楽しかった川あそび

白井市立七次台小学校

３年 清水

美優（しみず

みゆ）

一番好きで、一番楽しい野球

白井市立桜台小学校

６年 有川

喬（ありかわ

たかし）

プールでおいかけっこ、１番はだれ？

松戸市立根木内小学校

１年 田中

結（たなか

さようなら

カブトムシ

智哉（にし

乙葉（もり

ともや）
まりこ）
ゆうか）
べにか）

たくろう）

おとは）
ゆき）
ありあ）

れんたろう）

たから）
かなこ）

ゆい）

松戸市立常盤平第三小学校 １年 細川

将一朗（ほそかわ

いちばん前！！

松戸市立松ヶ丘小学校

２年 櫻庭

まゆ（さくらば

まゆ）

１番の楽しい夏

松戸市立稔台小学校

５年 鹿住

ひなた（かすみ

ひなた）

いちばん！夏祭りと花火！

松戸市立常盤平第三小学校 ６年 長坂

菜由（ながさか

なお）

ほしがきれいだったよ

柏市立柏第一小学校

１年 吉岡

優希（よしおか

ゆき）

グアムの海は、りゅうぐうじょう

柏市立田中小学校

３年 染谷

絢香（そめや

あやか）

いちばん大物をとったぞ！

柏市立高柳西小学校

４年 丸木

咲耶（まるき

さくや）

トリックアートに行った時の思い出

柏市立酒井根小学校

５年 椎名

望帆（しいな

みほ）

やさしいブナ、あたたかいブナ

柏市立柏第八小学校

６年 佐々木

花火大会

流山市立八木北小学校

３年 須田

美咲（すだ

わくわくした～！友だちとおどったお祭りの夜 流山市立江戸川台小学校

３年 德本

紗和（とくもと

さわ）

ヤゴがトンボになったよ！

３年 田中

風実佳（たなか

ふみか）

流山市立江戸川台小学校

ひかり（ささき

しょういちろう）

ひかり）

みさき）

【ほのぼの賞／３２人】
作品名

学校名

学年

氏名（ふりがな）

リレーでいちいになったぞう

市川市立稲荷木小学校

２年 菊地

柚月（きくち ゆづき）

いちばん楽しかった夏祭り

市川市立南行徳小学校

３年 古堅

彩水（ふるかた あみ）

おなかにひびく花火大会

昭和学院小学校

３年 倉持

紗季（くらもち さき）

この夏いちばん！恐怖と驚きのスペースファンタジー

市川市立菅野小学校

４年 山田

鼓太朗（やまだ こたろう）

ひるヶ野の星空

市川市立宮田小学校

６年 山岸

奏大（やまぎし かなた）

あついひは、プールがいちばん

浦安市立日の出小学校

１年 大西

英胤（おおにし ひでたね）

おいしそうなやさいをとったよ

浦安市立高洲小学校

２年 野中

優（のなか まさる）

この夏いちばんの山

浦安市立南小学校

３年 川端

怜恩（かわばた れおん）

まつしまかいがんのしまめぐり

船橋市立宮本小学校

２年 小網

涼（こあみ りょう）

この夏、にじ色の花火が一番、うつくしかった。

船橋市立行田西小学校

３年 田原

マングローブをカヌーで探検

船橋市立習志野台第一小学校 ４年 髙安

優衣（たかやす ゆい）

はじめて、化石発見！

千葉日本大学第一小学校

徹（いいづか とおる）

高知の川で大ジャンプ

船橋市立習志野台第一小学校 ６年 溝渕

湧基（みぞぶち ゆうき）

４年 飯塚

実奈（たはら みな）

シャチのジャンプ！！

鎌ケ谷市立鎌ケ谷小学校

２年 中村

美羽（なかむら みわ）

動物園でヒグマにビスケットをやりました。
いちばんくいしんぼうなヒグマはどっち？！

鎌ケ谷市立北部小学校

２年 佐川

春佳（さがわ はるか）

しんちょう120センチこえたわたし、いちばんめのスライダー

鎌ケ谷市立道野辺小学校

２年 角田

珠美（かくた たまみ）

いちばんすきなこと

白井市立清水口小学校

１年 安次嶺

夜のベランダで

白井市立大山口小学校

５年 清水

みのり（しみず みのり）

たべたーい♡

白井市立清水口小学校

６年 石井

利奈（いしい りな）

ポンタくんとあおい

松戸市立柿ノ木台小学校

１年 丸山

彩生（まるやま あおい）

わっしょい百万夏祭りだ！

松戸市立常盤平第三小学校 ４年 松井

私が勝つ！

松戸市立馬橋小学校

５年 佐久間

一番のおもいで、宮古織

松戸市立旭町小学校

６年 外山

幸二郎（そとやま

家族で行った花火大会

松戸市立幸谷小学校

６年 大溝

明日奈（おおみぞ あすな）

おまつりでさむらいになったよ

柏市立西原小学校

１年 春田

健太郎（はるた けんたろう）

いちばんくやしかった日

柏市立高柳西小学校

２年 丸木

雛姫（まるき ひなき）

４年 志賀

まみ（しが まみ）

私の「いちばん！」のたからものハムちゃん 柏市立中原小学校

莉子（あしみね りこ）

華菜（まつい かな）
友里奈（さくま ゆりな）
こうじろう）

一番心に残った６年生最後の修学旅行

柏市立柏第七小学校

６年 三富

貴寛（みとみ たかひろ）

一番楽しかったＵＳＪ

柏市立旭東小学校

６年 安田

優花（やすだ ゆか）

お父さんと乗ったトロッコ電車

流山市立新川小学校

２年 鈴木

陸斗（すずき りくと）

ひるねが「いちばん！」

流山市立東深井小学校

３年 益子

桃代（ましこ ももよ）

海の思い出。

流山市立向小金小学校

６年 藤井

颯太（ふじい そうた）

【佳作／１００人】
▽井上 和紀（市川市立真間小学校／１年）▽横田 圭以（市川市立宮田小学校／１年）▽西本 柚
歩（市川市立大洲小学校／１年）▽村脇 さち（市川市立塩焼小学校／１年）▽髙山 爽（国府台
女子学院小学部／１年）▽堀井 貫太朗（市川市立中山小学校／２年）▽古西 悠衣（市川市立若
宮小学校／２年）▽宍倉 豪（市川市立行徳小学校／２年）▽落合 はる菜（市川市立真間小学校
／３年）▽倉金 広匡（市川市立新浜小学校／３年）▽髙田 依里（市川市立柏井小学校／３年）
▽髙木 美鈴（市川市立若宮小学校／４年）▽齊田 萌花（市川市立国府台小学校／４年）▽溝口
大世（市川市立鬼高小学校／４年）▽伊藤 綾花（市川市立塩焼小学校／４年）▽山本 真緒（市
川市立妙典小学校／４年）▽西浦 諒人（市川市立行徳小学校／５年）▽加納 舜佳（国府台女子
学院小学部／５年）▽折居 蘭（市川市立大柏小学校／６年）▽臼井 柚子（市川市立行徳小学校
／６年）▽宮原 魁斗（市川市立行徳小学校／６年）▽大坂 光司（市川市立二俣小学校／６年）
▽豊田 惟子（日出学園小学校／６年）▽那須 太耀（浦安市立南小学校／１年）▽吉田 美優（浦
安市立見明川小学校／２年）▽川崎 賀続（浦安市立美浜南小学校／３年）▽岡本 梨花（浦安市
立高洲北小学校／３年）▽竹田 紗良（浦安市立日の出小学校／４年）▽山上 ゆりか（浦安市立
高洲小学校／４年）▽平林 春央（浦安市立富岡小学校／５年）▽福岡 望音（浦安市立高洲小学
校／６年）▽荒居 奈菜子（船橋市立宮本小学校／１年）▽半田 彩奈（船橋市立小栗原小学校／
１年）▽有吉 桃香（船橋市立塚田小学校／１年）▽酒井 桃佳（船橋市立行田東小学校／１年）
▽篠原 美帆（船橋市立前原小学校／１年）▽日髙 英惠（船橋市立小栗原小学校／２年）▽西條
知世（船橋市立夏見台小学校／２年）▽髙坂 巴菜（船橋市立芝山東小学校／２年）▽藤田 みわ
（船橋市立習志野台第二小学校／２年）▽青木 朱嶺（船橋市立夏見台小学校／３年）▽青木 紀
花（船橋市立中野木小学校／３年）▽安井 咲也花（船橋市立若松小学校／４年）▽柿山 結衣（船
橋市立金杉小学校／４年）▽中森 菫（船橋市立市場小学校／５年）▽半田 優奈（船橋市立小栗
原小学校／５年）▽佐藤 諒佑（船橋市立飯山満小学校／５年）▽松嵜 桃子（船橋市立七林小学
校／５年）▽小林 穂香（船橋市立高根台第三小学校／５年）▽鈴木 舞鈴（船橋市立大穴北小学
校／５年）▽佐々木 稜友（船橋市立宮本小学校／６年）▽大須賀 太一（船橋市立八栄小学校／
６年）▽田中 千晴（船橋市立法典小学校／６年）▽板倉 さら（船橋市立塚田小学校／６年）▽
田中 萌（船橋市立習志野台第一小学校／６年）▽三谷 瑚春（鎌ケ谷市立西部小学校／１年）▽
伊藤 輝（鎌ケ谷市立北部小学校／２年）▽押田 甲大（鎌ケ谷市立鎌ケ谷小学校／４年）▽永野
恵（鎌ケ谷市立初富小学校／６年）▽緒方 諒（白井市立白井第三小学校／１年）▽関山 楓（白
井市立大山口小学校／１年）▽中田 幸紀（白井市立清水口小学校／２年）▽髙橋 洸陽（松戸市
立北部小学校／１年）▽三輪 海志（松戸市立八ヶ崎小学校／１年）▽下久保 拓馬（松戸市立常
盤平第二小学校／２年）▽小野田 愛（松戸市立小金北小学校／２年）▽肥塚 悠紀（松戸市立古
ヶ崎小学校／２年）▽天辰 香乃（松戸市立北部小学校／３年）▽髙橋 花（松戸市立矢切小学校
／３年）▽菊地 香音（松戸市立六実小学校／３年）▽本元 理彩（松戸市立金ヶ作小学校／３年）
▽齊藤 優希（松戸市立横須賀小学校／３年）▽萱原 安優（松戸市立牧野原小学校／４年）▽津
守 亜美（松戸市立殿平賀小学校／４年）▽中島 成美（松戸市立常盤平第一小学校／５年）▽中
戸川 実央（松戸市立常盤平第三小学校／５年）▽髙村 侑希（松戸市立柿ノ木台小学校／５年）
▽石田 悠人（松戸市立殿平賀小学校／５年）▽後藤 正樹（松戸市立松飛台小学校／６年）▽村
田 真菜（松戸市立六実小学校／６年）▽後藤 悠太（柏市立十余二小学校／１年）▽鈴木 琴葉
（柏市立大津ヶ丘第一小学校／１年）▽真家 睦久（柏市立柏第一小学校／２年）▽今井 貴洋（柏
市立中原小学校／２年）▽髙見 智志（柏市立西原小学校／３年）▽小泉 菖（柏市立田中小学校
／４年）▽槇島 芽生（柏市立柏第四小学校／５年）▽髙山 捷匡（柏市立光ヶ丘小学校／５年）
▽吉野 類（柏市立松葉第二小学校／５年）▽堀 藍音（柏市立風早北部小学校／５年）▽稲村 勇
生（柏市立柏第二小学校／６年）▽浅野 優貴（柏市立田中小学校／６年）▽松岡 拓也（柏市立
風早北部小学校／６年）▽富山 空（流山市立八木北小学校／１年）▽市原 一輝（流山市立八木
北小学校／３年）▽松山 遼（流山市立流山小学校／５年）▽齋藤 梨菜（流山市立向小金小学校
／５年）▽三沢 桃羽（流山市立流山北小学校／５年）▽石井 もも香（流山市立八木南小学校／
６年）▽望月 琳来（流山市立新川小学校／６年）

